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抗がん剤管理ソフトと抗がん剤専用ルート（ケモセーフ�）によるが
ん化学療法の安全管理

発 表 者 金原 寛子 （石川県：公立松任石川中央病院 薬剤室）

共同研究者 春木 一伸、東 弥生、石井 要、山下 忠明
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当院は石川県にある、３０５床の総合病院です。当

院は石川県地域がん診療連携推進病院に指定さ

れており、１日平均５．７件の抗がん剤無菌調剤を

行っています。
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がん化学療法では、がん種により使用する抗が

ん剤の種類や投与量などが異なっており、安全

かつ効率的に施行するためにはレジメンの管理

が重要です。また、抗がん剤の医療スタッフへ

の曝露が問題となっており、調整時だけではな

く、投与から廃棄までの一貫した曝露防止対策

が必要です。当院では、抗がん剤の調整は薬剤

師が安全キャビネットで混注を行っております

が、抗がん剤の安全使用の一環として、２０１３年

１月より抗がん剤管理ソフトのレジメンオー

ダ、同年１１月より抗がん剤専用ルートのケモセー

フを導入しました。導入における薬剤師の取り

組みについて報告します。
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レジメンオーダでは電子カルテに登録してある

患者の身長・体重から、抗がん剤の用量が自動

計算されます。現在のクール数や、投薬期間・

休薬期間の把握がしやすく、指示書や注射処方

箋、患者名や薬品名の入った注射ラベルを発行

することができます。当院のレジメンオーダは、

当院の電子カルテのMI・RA・Is/EX（株式会社

シーエスアイ）を機能強化したものです。
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レジメンオーダを起動すると、カレンダーで投

薬期間はオレンジ色、休薬期間は水色に表示さ

れ、現在のクール数や過去にしたレジメンもわ
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かります。
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注射オーダ画面です。身長・体重から抗がん剤

の用量が自動計算され、水色で表示されます。

腎機能や肝機能が低下していて減量する必要が

ある場合は、あらかじめ設定した基準にそって

減量され、紫色に表示されます。抗がん剤の量

は％を入力して減量することもできます。抗が

ん剤以外の吐き気止めなどは追加することがで

きます。抗がん剤を追加することはできません。
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取り組み�は溶解液や支持療法の統一です。同
じ抗がん剤を投与する場合でも、診療科や医師

毎に溶解する輸液や用法・用量、制吐剤などの

支持療法が異なっており、監査に時間がかかっ

ていました。レジメンオーダ導入にともない、

溶解する輸液や投与速度を決めました。制吐剤

は催吐リスクに応じて、それぞれのレジメンを

高リスク・中リスク・低リスクの３つに分類し

ました。シスプラチンのように水分負荷が必要

な場合のハイドレーションの輸液を統一し、抗

がん剤がない日の補液もセット化しました。こ

の取り組みにより、薬剤師の監査時間は大幅に

短縮しました。

&X j�=9�»[

�°aþ�=9�

�RDK�0S��Üz�ßZÖL���=×¬Æ�

¡f �uu�[��4a\+�4�24f aÚtf "

�|K=9�

B'Õ�@'Õ{év�V>Æ�¦§RJ�|K�6�
û¼
¼B �@ ¯÷�=©��

¡f ë8ìa fþÑ�°��÷�V;33] B @

TS1h·¸k±=21�ÅS�

�ZKRÚt�ö�ÂÃ6aÚtf�
YÍØ��t��ÂÃ6aYÍf�×¬

ßZÖL�
" "ÖL�
Ó ÓÖL�
{ {ÖL�

7

取り組み�は名称の工夫です。当院のレジメン
オーダは、内服の処方が一緒にできないという

欠点があるため、レジメン名称に抗がん剤の内

服の日数や催吐リスクの情報を併記しました。

薬剤名称には腎機能・肝機能低下時に減量の必

要がある薬剤にはそれぞれ腎・肝マークをつけ

ました。
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取り組み�は医師向けのコメントです。オーダ
入力時に表示されるプロトコールコメントに、

そのレジメンの催吐リスクに応じた制吐剤や、

抗がん剤の腎機能や肝機能に応じた減量基準、

分子標的薬の副作用の皮膚障害対策セットなど

が表示されるようにしました。
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取り組み�は看護師向けのコメントです。制吐
剤のイメンドカプセルの初日の服用は、最も催

吐作用の強い抗がん剤の６０分から９０分前の服用

となりますが、抗がん剤が複数あった場合にい

つ服用したらよいかという質問が多くありまし

た。そのためイメンドカプセルの内服のタイミ

ングや、エルプラットのように食事にも注意が

必要な抗がん剤の場合は食事オーダの変更を促

すコメントを、注射処方箋の備考欄に印字させ

ています。
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取り組み�は抗がん剤の血管外漏出時の対策で
す。抗がん剤毎に血管外漏出時のリスクを「壊

死性」「炎症性」「非炎症性」に分類し、注射処方

箋に印字されるようにしました。漏出時にすぐ

対応できるように処置セットを化学療法室や病

棟に配置しました。
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取り組み�はケモセーフの導入です。ケモセー
フは閉鎖式一体型の抗がん剤専用ルートです。

ケモセーフ導入前は看護師がプライミングを

行っていましたが、ケモセーフ導入後は薬剤師

が行っています。ルート接続が簡単になり、看

護師の曝露のリスクが少なくなりました。ケモ

セーフは通常のルートより割高なことから、分

子標的薬のみで、他の抗がん剤がない場合は普

通のルートを使用しています。
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ケモセーフを効率よく使用できるように、各レ

ジメンを３つのルートパターンに分類しました。
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薬剤師が注射処方箋にどのルート組で行い、ど

の接続部位から投与するかを注射処方箋に手書

きして払出しています。また、速度設定がしや

すくなるように、抗がん剤を混注後全量がどれ

だけになるかも手書きして看護師に払出してい

ます。
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レジメンオーダを使用開始後、８か月後にレジ

メンオーダについてのアンケートを医師と看護

師に取りました。
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医師のアンケート結果です。レジメンオーダに

ついて、とても便利・まぁまぁ便利を合わせる

と９割の医師が便利との評価でした。用量が自

動算出され、溶解する輸液や投与速度を考慮し

なくてもよいのが便利、延期や一部の薬剤を中

止にするなど細かい操作方法がわからない、内

服が一緒にオーダできないのが不便との意見が

ありました。
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看護師のアンケート結果です。レジメンオーダ

について、とても便利・まぁまぁ便利を合わせ

ると７割の看護師が便利との評価でした。注射

処方箋に注意コメントが表示されるのがよいと

の意見や、レジメンオーダは医師が当日の検査

結果などから最終確認をして実施の指示を入力

する必要がありますが、その最終確認を忘れる

と、実施入力ができないのが不便との意見もあ

りました。また、ケモセーフを導入後、安全対

策への意識が高まったそうです。
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今後取り組んでいきたいことは、肝機能・腎機

能低下時の用量減量機能は、現在は腎障害・肝

障害が禁忌となっている抗がん剤でしか使用し
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患者誤認による内服エラーゼロを目指した与薬方法の試み
～内服与薬手順のルール統一を試みて～

発 表 者 秋山 美保 （滋賀県：公立甲賀病院 看護部）

共同研究者 岡 晶子、小林 千恵子

ていませんが、他の抗がん剤でも必要な場合は

使用していきたいと考えています。また現在レ

ジメンの登録数が１７０と多くなっていますが、同

一のレジメンでも複数科でそれぞれ作成してあ

るのでそれを統一し、使用していないレジメン

の整理をして数を減らしていきたいと考えてい

ます。他には、患者向け説明書を院内で統一し、

レジメンオーダから印刷できるようにすること

や、患者や患者家族等の曝露対策にも力を入れ

ていきたいと思います。
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レジメンオーダ導入により、医師のオーダ入力

は省力化され、薬剤師の監査時間も大幅に短縮

しました。またケモセーフのルートの組み合わ

せを薬剤師が行うことで、ケモセーフを適切に

使用することができ、看護師の抗がん剤の曝露

のリスクが減少しました。ただし、レジメンオー

ダの誤入力への対応が新たに必要となりまし

た。今後もより安全ながん化学療法を提供して

いきたいと考えています。
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小児科を含む混合病棟では、過去３年間の全体

のインシデント報告のうち、５０．０％が与薬エラー

であり、その中での内服に関する与薬エラーは

４０．９％でした。この内服与薬エラーの要因とし

て、全体が「確認を怠った」を挙げており、院

内のマニュアルが遵守されていないと考えまし

た。また一昨年は、患者誤認による影響レベル

�の内服与薬エラーが３件ありました。背景要
因として「２人分の分包薬を手で持っていた」

ことが挙げられ、当病棟では内服の配薬方法は

統一性がない現状でした。
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